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平成２９年１月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年１月２４日（火）午後３時３０分から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 教育長（玉川登美男） 

教育委員会委員（山中秀志，福嶋礼子，伊藤久仁子，下古谷博司） 

 

４ 議場に出席した職員 

 教育次長（鈴木謙治），教育委員会事務局参事（廣田隆延），学校教育課長（山 

 田洋一），教育指導課長（山田純生），教育支援課長（橋本伸清），書記（永 

 井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事  

なし 

 

６ 報告事項  

（１）鈴鹿市教育振興基本計画 平成２９年度実行計画について（教育総務課） 

（２）平成２９年度鈴鹿市立小学校小規模特認校及び鈴鹿市立小学校の通学区 

   域の弾力化による就学について            （学校教育課） 

（３）平成２８年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果概要について 

（教育指導課） 

 

７ その他 

（１）２月教育委員会定例会の開催について                (教育総務課） 

 

８ 傍聴人 なし 

 

（教育長）皆様，こんにちは。本日は，年が変わって最初の定例会となります。

委員の皆様，今年もよろしくお願いたします。それでは，ただ今から平成 

  ２９年１月教育委員会定例会を開催します。本日の会議録署名委員は，伊藤

委員にお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，報告事項の１番目，「鈴鹿市教育振興基本計画平成２９年

度実行計画について」をお願いいたします。 
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（教育委員会事務局参事）それでは，報告事項の１番目「鈴鹿市教育振興基本計

画平成２９年度実行計画」につきまして，説明申し上げます。資料の２ペー

ジを御覧ください。まず初めに，本実行計画について，説明いたします。こ

の計画は，鈴鹿市教育振興基本計画に基づき策定するものでございまして，

「鈴鹿市教育大綱」に掲げる施策の基本的方向別の基本事業の具体的な取

組の中で，教育委員会が１年度間に，特に力を入れて重点的に取り組む項目

について，まとめたものでございます。計画の進行管理につきましては，地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づく，教育に関する

事務の管理及び執行の状況の点検・評価の対象となるものでございまして，

単年度のＰＤＣＡサイクル，計画，実行，評価，改善のＰ（プラン・計画）

になるものでございます。なお，点検・評価につきましては，一次評価を所

属担当課が実施し，二次評価を，教育委員会委員と教育長が実施し，さらに，

学識経験者による評価を経まして，鈴鹿市議会への報告後に，市ホームペー

ジなどにて市民へ公表してまいります。次に，３ページから４ページを御覧

ください。取組内容と指標の名称一覧表でございますが，平成２８年度の現

状値と平成２９年度目標値，そして，計画の最終年度であります，平成３１

年度の目標値を記載してございます。次に，５ページを御覧ください。本実

行計画では，教育振興基本計画において掲げる重点取組の２７項目につい

て，単年度の行動計画を示しておりますが，具体例としまして，基本事業 

  １－１英語教育を例に，説明いたします。目標となる指標としまして，「中

学校の英語科の年間総授業時間に占める，外国語指導助手が関わる授業時

間の割合」という指標を設定しております。平成２９年度の実行計画の目標

値としましては，現状値の１１．１％を平成３１年度の目標値２０．０％に

向けて，１２．０％とする目標を掲げております。そして，その目標達成の

ために，「各小中学校において外国語指導助手の効果的な活用を図るととも

に，教員の指導力・英語力向上のため，小学校教員を対象に，外国語指導助

手を活用した出前研修講座を実施します。中学校においては，「聞く」「読む」

「話す」「書く」の４技能に関する具体的な到達目標（ＣＡＮ-ＤＯリスト）

を作成します。」という，具体的な活動内容を記載しています。最後に，今

後のスケジュールでございますが，本日，各委員の皆様からいただいた御意

見をもとに修正を行い，２月３日の校園長会において，校長及び園長に示し

て，学校園運営に生かしていただく予定でございます。なお，現在，平成 

  ２９年度当初予算の編成作業中でありますことや，指標の中には，平成２８

年度現状値が確定していないものもございますことから，多少の変更が生

じてまいります。したがいまして，委員の皆様からの御意見をもとにした修
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正と平成２８年度現状値で未確定の部分や，平成２９年度の目標値を可能

な限り決定した上で，４月教育委員会定例会において，再度，報告させてい

ただく予定でございます。その後，教育委員会ホームページや，教育委員会

だより「遥か」などにて，市民の方への公表を予定しております。報告は，

以上でございます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思い

ます。 

 

（福嶋委員）この項目の中で，予算の裏付けがないと実行ができない，例えば学

校の先生方の配置やコンピュータなどの項目がありますが，そういう項目

については予算の裏付けはどのように考えられて，目標値を設定されてい

るのでしょうか。 

 

（書記）この実行計画については，ある程度例年どおりの予算をいただけるとし

た想定の上で，各担当課において考えていただいておりますので，平成 

  ２９年度も地道に目標を達成するよう頑張っていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）例えば取組番号１－１－①では，指標が１１％から始まっているよ

うですが，２－２－①の指標では１００％が目標値になっていて，９５％か

ら数値が始まっています。最初の設定数値にかなり差がありますが，これは

どういうことで違いが出てきているのでしょうか。例えば取組番号２－２

－①はもう少しで１００％に届くのですが，やはりこういう目標にするこ

とに意義があるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）今御質問いただきました，高い数値での目標からスタートして

いる取組があるということで，例えば２－２－①ですが，本来この鈴鹿市が

目指している「めあてと振り返り」は，確実に取り組まなくてはいけないも

のであると考えております。現状値が９５％となっていますが，これは単に

一気に「めあてと振り返り」をすればすぐ１００％にはなると思うのですが，

「めあてと振り返り」の質の部分を充実していかなければならないという

こともありまして，この５％は市内全ての学校で取り組まないと上がって

いかないと考えておりますことから，９５％からのスタートとなっており

ます。 
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（下古谷委員）最初に福嶋委員がおっしゃった予算の裏付けのことと関連する

のですが，１４ページのＩＣＴ環境の整備というところで，「教職員が校務

のために使用するコンピュータの配備率」というものが指標に挙がってい

て，ここでは平成２８年度，平成２９年度は基本的に変更なしという形にな

っております。それで５ページを見ていただきますと，真ん中の「ＩＣＴを

活用した教育」というところが，平成２８年度から平成２９年度は 

  ４７．５％から５０．０％で２．５％向上しているとあります。これはタブ

レットとかほかの物が導入されたことで少し向上した，という考え方でよ

ろしいでしょうか。 

 

（教育指導課長）まず５ページのＩＣＴを活用した教育については，簡単に言い

ますと今あるこの状況下でやっていくための目標値を定めてあります。そ

れは，現在学校に配備されているＩＣＴを使っての教育活動が目標となっ

ております。一方で１４ページのほうになりますが，これは実際のハードの

部分の配置になってきますので，行動計画によりまして３１年度にハード

の部分が充実されますので，それまではこの値でということで，ハードとソ

フトでの差がございます。 

 

（下古谷委員）書き方だけなのですけど，３ページから４ページにかけて平成 

  ２８年度，２９年度，３１年度と％を表示していますが，％数値が下一桁表

示になっているところとそうでないところがあり，ただ次の５ページ，６ペ

ージ以降になりますと平成２８年度，２９年度は下一桁まで書かれている

ので，表記の仕方を改めて考えていただいたほうが良いのではないかとい

うことがまず一点目で，それから先ほど説明していただいた際に，この重要

項目３，４のところは確か２７項目とおっしゃっていたと思うのですが，番

号を見ると２６となっているのですが，これには何か理由があるのでしょ

うか。 

 

（書記）数字については小数点一桁に整理し，修正させていただきたいと思いま

す。それから取組の指標数についてですが，実は指標は全部で２６項目です。

１４ページ真ん中の「施設等の環境整備」ですが，この基本事業については

空調設備の整備とＩＣＴ環境の整備という２つの重点項目がありますが，

指標としましては，一つでありますことから，重点項目と指標の数に違いが

でてきます。 
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（山中委員）５ページの「アクティブ・ラーニングを導入した教育活動」につい

てなのですが，新指導要領ではアクティブ・ラーニングは大きな柱となるか

と思いますが，その中で平成２８年度が６０．１％，平成２９年度が 

  ６７．５％，最終的に平成３１年度で８５％ということですが，大きな柱と

なるからにはもう少し目標値は高く設定しても良いのではないかと思うの

ですが，どのようにして６７．５％という数値にしたのかをお伺いしたいの

と，学校の割合としては小中学校あわせて４０校を分母としての割合と考

えてよろしいのでしょうか。それから，小数点以下の数値はどのように計算

されているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）平成２７年度に「自ら課題を設定し，解決に向けて話し合いや

まとめ，表現などの学習活動を取り入れた」と，全国学力・学習状況調査で

回答した学校の割合が６０．０％でございました。これは市内小中学校４０

校のうち２４校になりますが，この数値は全国平均を下回る数値でござい

ます。今後はこの授業改善を進めることによって，肯定的回答校数が前年度

の６．２５％（約２．５校）増を目標としまして上げていきますと，平成 

  ３１年度には目標値である８５．５％になります。とにかくそこに上げてい

く中で，校数で上げていく方法もあったのですが，最終的には６．２５％増

を目標に行うということになりまして，そのためにこういった端数が出て

きております。 

 

（教育指導課長）申し訳ございません。５ページのアクティブ・ラーニングを導

入した教育活動の平成２８年度現状値が６０．１％となっておりますが， 

  ６０．０％に修正をお願いします。 

 

（福嶋委員）例えば，全校でアクティブ・ラーニングを導入して，学習活動を活

発化すれば達成度は１００％になりますよね。これは学校長が頑張って年

度ごとに目標と方針を立てていけば，質にばらつきはあると思いますが，す

ぐにでも１００％になると思います。その辺りはいかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）校長が，とにかく形だけでやってしまおうということであれば

簡単だと思います。学校長が判断して答えるだけですので，うちの学校はこ

れでできているというのであれば，それで数値は上がるのですけども，先ほ

どのところでもお話をさせていただいたように，質を高めていくことが一

番大きな目標でございまして，教育総務課副参事（書記）からも説明があっ

たように，１００％を最初から目指していくというのが今までのアクショ
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ンプランでありましたが，それよりも現実に目を向けて，実際に可能な数値

を考えながら，一つの学校というよりも市全体での質を上げていくという

目標がありますので，このことについてはすぐにやるというよりも，少しず

つ時間をかけていかないと上がっていかないことかと考えております。 

 

（福嶋委員）質の話をされましたが，その質とは，どのように判断をされている

のでしょうか。 

 

（教育指導課長）判断すべき点はいろいろとあるかと思いますが，一つは全国学

力・学習状況調査の学校質問紙と児童生徒質問紙という二種類の質問紙が

ございまして，学校が捉えている数値，感覚と，子どもたちが実際に感じて

いる数値との差が出てきます。あまりにも形だけを追い続けていくと，この

差はどんどん広がり，あるいは縮まっていかないということがあります。こ

の質を，形だけでなく中身も学習の中に取り入れていくことで，子どもたち

も興味を持って主体的に取り組むようになっていきます。言われなくても

できるようになることが大事だと思いますので，一つの判断資料としては

全国学調の学校質問紙と児童生徒質問紙になると思います。あとは学校長

が授業を参観しに行ったり，教育指導課の指導主事が学校訪問をさせてい

ただいた時に，実際に授業を参観したりして，そういうところから判断して

いこうと思います。 

 

（福嶋委員）学校長の意見と子どもたちへのアンケートについておっしゃいま

したが，第三者の目線から見た判断というのは，教育指導課の指導主事の方

の目で行うということでしょうか。 

 

（教育指導課長）一番は学校長が毎日学校におりますので，そこでの判断にはな

りますけども，指導主事ですと授業の中に入ることができ，子どもたちの様

子も直接見ることができますので，そこで判断することもできます。また，

必要に応じてその場で学校に対して指導を行うことで質を上げていきます。 

 

（伊藤委員）取組内容を見せていただくと，土曜日の授業が月に一回では時間が

足りない気がします。今すぐ土曜授業が増えるような計画はないと思いま

すが，かなり内容を濃く落とし込んでいくような気がしますので，その辺り

で時間数が不足したりすることはないのでしょうか。 
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（教育指導課長）実際，全部のことを個別に取り組んでいけば当然時間は足りな

くなると思います。教科を横断した取組，例えばいろいろな取り組みの中か

ら一つ取組をする中で，国語の中身に重なる内容や，理科の中身に重なる内

容などを意識的に繋げることによって，一つの取組によっていくつかの取

組が実行されていくというカリキュラム・マネジメントがあるのですが，そ

れを今学校が計画を立てて実行しておりますので，その中で時間が足りる

か足りないかという話もあるとは思いますが，年間を通じてその辺りは，そ

の範囲でできるであろうという判断をさせていただきます。 

 

（伊藤委員）ある程度，数値目標を立てないとその辺りの計画が動いていかない

ということはよくわかりますし，以前よりは随分と簡略化していただき分

かりやすくなってきているのですけれど，先ほどの説明は本当に先生方全

員が把握していただいているのかなという思いがあります。数字だけ追う

のは中々難しい話かと思うので，一つずつ系統立てていただいて，本当に落

とし込んでいただけるのかという検証が欲しいと思います。必ず年度初め

の目標があって，最終的にどうなったかというのはあるのですが，その間に

不登校とか人権とか，いろいろな角度で網羅していくということになりま

すし，例えば不登校となると，もう幼少時期に芽が出ているお子さんもいら

っしゃるので，一応対策として目標は挙げられますが，根本的な解決をする

には，数値が追いついていないのではないかと思いますので，その辺りで数

値を追うのは難しいのかといつも思って見せていただいています。先ほど

説明していただいたように，可能なものについては教科を横断していただ

いて，もう少し時間があるならこれとこれはこういう方針でというふうに

教えていただけると，もう少し取組がよく見えるのかなと思いますので，よ

ろしくお願いします。 

 

（山中委員）１１ページの人権教育ですが，その指標は数年間変わりがないもの

だったのでしょうか。まずそこを教えていただけるとありがたいのですが。 

 

（教育支援課長）三重県教育委員会では三重県人権教育実態調査というものを

学校現場に取り入れるようになりまして，そのデータから学校教育の中で

の人権教育の取組がどれだけ保護者，地域の方への啓発活動に取り組まれ

ているかというものに対して，学校が回答した割合が，平成２７年度も 

  ７２．５％と大体７０％台を推移している状態でございますので，平成２９

年度は７５％にさせていただきました。 
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（山中委員）推進していく中身で，保護者・地域と連携しながら，中学校区の特

色を生かした人権教育の取組やいじめ防止の取組の充実を図り，そのため

の指標が保護者・地域への啓発活動に取り組んでいる。私の中では結びつく

ようでうまく繋がらないというか，もう少し中学校区の特色を生かした，中

学校区の取組といえば鈴鹿市の人権教育の中では大きな意味を持つ取組な

ので，大事にしていかなければならないと思っておりますし，むしろ地域へ

の啓発活動というよりも中学校区の特色を生かした取組を各中学校区の小

中学校へフィードバックして，子どもたちへどのような人権教育を成して

いくのか，その辺りのことが見える資料はありますか。 

 

（教育支援課長）確かにおっしゃっていただいているとおりかとは思うのです

が，この三重県人権教育実態調査の過去数年の調査の状況から，この鈴鹿市

の人権教育の課題としまして，校内の取組あるいは中学校区の取組が保護

者や地域に十分啓発されていないという課題が，他の市町に比べて明らか

になってきておりまして，そういった課題を踏まえてこういった指標を作

成させていただきました。 

 

（福嶋委員）５－５－①の学校支援体制づくりという指標のところが，他の指標

はいずれも目標値が現状値を上回っているのですが，ここの欄だけは平成

２９年度の目標値が下がっており，平成３０年度でも５０．０％となってい

るのですけれど，これは何か理由があるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）平成２８年度は５２．５％に対して平成２９年度の目標が 

  ５０．０％ということで，２．５％下がっております。これは平成２７年度

の段階で目標を掲げた時に，学識経験者などを鈴鹿市内の中学校に派遣を

していくという計画を立てたのですが，不登校対策が必要な学校をモデル

校とし重点的に学識経験者の方を派遣し，成果を挙げることで，成果のあっ

たモデル校の取組を次第に波及させていくという考え方を取り入れたこと

もございまして，学識経験者が入るはずであった学校が少なくなったとい

うことがございます。その辺りのことが２．５％減少したことに繋がってき

ております。 

 

（福嶋委員）それは予算の裏付け的な関係で派遣する人数が減ったということ

ではなく，重点配置のほうが効果的であるために変更したということでし

ょうか。 
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（教育支援課長）予算的な面もあるかとは思うのですが，やはり不登校対策で学

校が成果を挙げている方法や，あるいは校内の運用の仕方とか，いろいろな

ことで成果が挙がっていることを波及させた方が，市全体の改善に繋がる

であろうというアドバイスを学識経験者からいただいたということもござ

います。従いまして，福嶋委員がおっしゃっていただいた予算的なこともご

ざいますが，それ以上に不登校対策のモデル校的な学校を作ったほうが結

果的には改善に繋がるのではないかということでございます。 

 

（福嶋委員）モデル校のほうが成果は挙がるとお考えなのですね。そうすると，

この指標の書き方を学校の割合とするのではなく，違う表現にすることで

目標値が変わってくるのではないでしょうか。 

 

（教育支援課長）おっしゃるとおりでございます。 

 

（福嶋委員）指標を変更できるのであればしていただき，全体の評価も上がって

いるというようにしていただいたほうがふさわしいのかと思います。 

 

（教育支援課長）今，福嶋委員がおっしゃっていただいたような形で，成果を踏

まえた指標に変えたほうが良いのではないかというお考えももちろんそう

でございますし，一方でその取組全体の活動量を指標にしておりますので，

この場合は成果指標というよりは活動指標を変えていくということで書か

れておりますので，そういったことで学校の割合とさせていただいており

ます。 

 

（福嶋委員）そうすると，例えば重点校があると，その重点校で実施されたこと

を波及させて，ほかの学校にも広めていくということをされるのですよね。

その波及されていく学校の効果も考えられたほうが良いのではないでしょ

うか。学識経験者を活用した学校の割合というのは，考え方によっては，重

点校は学識経験者の方が来た学校ですけど，波及していった学校も含めて

評価していった方が良いのではないでしょうか。 

 

（教育支援課長）おっしゃっていただくことは良くわかります。ただ，学識経験

者ともう一つ，中学校現場をよく知っている教員ＯＢ等を不登校対策支援

員という形で中学校に派遣しております。今，福嶋委員がおっしゃっていた

だいたことも踏まえて，より一層充実させていきたいと考えております。 
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（福嶋委員）この指標を提示することで，学校長はこの指標を踏まえて実行に移

すという面と，もう一つは教育委員会で予算付けをして研修会等をやって

いくと，二手に分かれると思うのですが，学校長はこれを受けてどういうこ

とをやっていかれるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）来年度の方針については年度末に各学校長に説明をいたしま

す。学校長はそれを受けて１年度間の自校の取組の計画を立てます。そして，

教育長が期首面談時に，目標がどのように設定されたのか，それを達成する

ためにどういった取組をするのかを聞き取りをさせていただいております。

そして，１０月頃の中間面談でその進 状況について校長から報告され，最

終的には１月の期末面談で１年度間の取組について報告します。ですから，

校長はこの実行計画を受けて，年度初めに自分の学校の実情とあわせて，ど

ういう特色を持って取組を進めていくのかという計画を立てることになっ

ております。 

 

（福嶋委員）そうすると，全ての項目に対して決められた活動をするということ

ではなく，学校の先生は特色を出しつつ，その学校にあわせて重点的に共通

する項目を取り出してやっていくということですね。 

 

（教育委員会事務局参事）今言われたとおり学校によって現状が違いますこと

から，生徒指導で苦労しているところもあれば，学力で苦労しているところ

もあって，それぞれ違いますので，これを見て条件に合ったものを選んでい

くというのが一番良い方法かと思われます。 

 

（福嶋委員）最後に教育長と面談をされて，全部の学年が終わったらその目標は

何％が達成されたという報告を受けるのですね。それで，今までは何％くら

い達成されてきたのでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）それはやはり学年によっても生徒数によっても違い

はありますが，１００％になるように各学校で工夫をしているのが現状で

ございます。 

 

（福嶋委員）先ほど山中委員もおっしゃっていたアクティブ・ラーニングも重要

であるという話をされていましたが，例えばこの項目だけは全学校が取り

組むというような指示は可能でしょうか。 
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（教育委員会事務局参事）例えば，今アクティブ・ラーニングという例が出まし

たが，めあてと振り返りなどは，教育指導課が中心になって市内の学校で統

一したことをやっていくということもありまして，その辺りの目標を決め

て，努力している状況でございます。 

 

（下古谷委員）例えば，先ほどの指標５－５－①のスクールライフサポーターや

学識経験者等を活用した学校の割合で，重点校に配置をされてということ

でしたが，おそらく重点校に配置をされた方がそこにずっと滞在すると，こ

この指標は基本的には上がっていきませんよね。そこでちょっと教えて欲

しいのですが，このスクールライフサポーターや学識経験者等というのは

１年間で大体合計してどのくらいの人数なのでしょうか。 

 

（教育支援課長）この指標のスクールライフサポーターは現在１５名です。それ

から学識経験者等というのは，この指標の場合は大学の先生１名，不登校対

策支援員４名で５名という形で，合計２１名を考えております。 

 

（下古谷委員）例えば，学識経験者等の１名プラス４名のところの方は，ある程

度の割合を重点校へ配置し，スクールライフサポーターの１５名のうちの，

例えば３名ないし５名につきましても重点校へ配置し，残りの１０名くら

いのスクールライフサポーターは，そのほかの学校を月に１回，回っていた

だくというやり方でやっていただくと，活用した学校が増えていくと思う

のですが，いかがでしょうか。 

 

（教育支援課長）おっしゃっていただくようなやり方も確かにあると思います。

ただ，不登校あるいは引きこもりの子どもたちの現状を考えた場合，部屋か

ら出てこない，あるいは登校の時間になるとトイレにこもってしまうなど，

その子ども自身も理由がよくわからないような形で体調不良になる状況が

ございます。そういった子どもたちとまず信頼関係を築くということで，例

えばスクールライフサポーターの場合では，あるスクールライフサポータ

ーの方があちらこちらに点々とするのではなく，その学校の誰かに年間を

通して信頼を築きながら，学校に登校支援をしようとする，そういう考え方

に立てば，回る学校が増えるわけではございません。子どもたちの状況に即

して，なんとか子どもたちを登校させ，そのために信頼関係を築くという考

え方を優先した方がいいのかと考えております。 
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（下古谷委員）そうなると，やはり指標を変えたほうが良いと思います。それか

らもう一点，いろいろな指標がある中で，例えば先ほどもございました，ア

クティブ・ラーニングを活用した活動等でも，その学習活動を取り入れた学

校の割合でいきますと，例えば学校でアクティブ・ラーニングを一つでも取

り入れたら，その学校はアクティブ・ラーニングを活用していると判断して

もよろしいのでしょうか。 

 

（教育指導課長）先ほどもお話をさせていただいたように，形でいきますと，一

つでも取り入れていれば活用しているということになります。しかし，学校

長から見て，一つ二つのクラスがやっているというだけでは活用している

とは言えませんので，学校全体で取り組まれているということを基準にし

ております。 

 

（下古谷委員）そうすると，学校全体で取り組むにあたって，先生方の目安にな

る，モデルのようなものがあるということでしょうか。 

 

（教育指導課長）研修講座や担当者会等で，研修長や学校長を集めてこちらから

指導をさせていただいたり，また月一回行われる校園長会とか教頭会等で

もそのことについては指示をしておりますので，取組内容についてはある

程度共通した意識で取り組めているかと思います。 

 

（伊藤委員）１４ページのボランティアの登録人数なのですが，ほかの指標の数

値は先ほど言われたように実質の数値を拾いながら確実なところで数を上

げてみえて，ここのボランティアの方は平成２８年度が現在１,３１４人で，

それに対して平成２９年度の目標人数は４，７００人とありますが，はたし

て平成２９年度中に３，３８６人も集まるのかなと思います。ここだけ数値

が極端に大きい気がするのですけど，ここは必要人数を書いていらっしゃ

るのでしょうか。 

 

（教育支援課長）この平成２８年度の現状値は１，３１４人となっておりますが，

これは今年度各学校現場がボランティアをするということで年度途中に随

時登録してきた人数で，あくまでこの数値はまだ年度途中のものですので，

１，３００人台になっております。ただし，例年４，０００人以上ございま

して，３学期の後半にその年度の登録人数が確定するということもござい

ますので，現状値と目標値が確定したものを平均して，それを目標にしてい

るということで，そういった差がございます。そのため現状値はあくまでも
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１学期時点の年度途中のものですので，目標値に比べてかなり低いという

のが正直なところだと思います。 

 

（伊藤委員）どこで数えるかというところで現状値と目標値でずれがでてきて

いるのですね。 

 

（福嶋委員）先ほどお話を伺った時に，各学校で目標を立てて，年度末には成果

の報告があるということでしたが，学校ごとで成果に差があるものなのか，

それともある程度は成果については感覚で受け取られているものなのでし

ょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）おそらく，この評価から想像するものと学校が自己評

価をしているものでは大きな違いがありまして，学校のものはやはり学校

独自の課題があるので，同じ様式ではやっているものの，その課題の評価を

行っており，達成するために努力をするわけですが，その中からこの評価に

合うものはあるのですけれども，教育委員会と学校現場での評価では少し

項目が違っておりますので，学校自体はそれを達成するために努力してい

るというのが現状でございます。 

 

（下古谷委員）今学校が行われている自己評価はホームページなどで大きく掲

載されているもののことですよね。それを学校でまとめられて，その中でこ

れに合うものをということですか。 

 

（教育委員会事務局参事）そういうことになります。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，

２番目の「平成２９年度鈴鹿市立小学校小規模特認校及び鈴鹿市立学校の

通学区域の弾力化による就学について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは，報告事項の２番目「平成２９年度鈴鹿市

立小学校小規模特認校及び鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学」

につきまして，説明申し上げます。１６ページを御覧ください。まず，鈴鹿

市立合川小学校への小規模特認校制度による転入学でございますが，新１

年生で１０人程度を募集しましたところ，１月６日現在で，５人の入学を許

可いたしました。続きまして，鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学

でございますが，旭が丘小学校区における通学区域の弾力化につきまして
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は，表に示しましたとおり，３校で合計２５人程度の受入人数を設定しまし

たところ，白子小学校に１人，愛宕小学校に１人，合計２人という結果でご

ざいました。白子中学校区における通学区域の弾力化につきましては，表に

示しましたとおり，４校で合計１１０人程度の受入人数を設定しましたが，

鼓ケ浦中学校に２人，天栄中学校に５０人，創徳中学校に３人，千代崎中学

校に１人の合計５６人という結果でございました。これは１月６日現在の

人数でありまして，その後，私立中学校への進学等の理由により，辞退をす

る生徒も出てきておりますので，最終的には，もう少し人数が減ると考えて

おります。以上でございます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思い

ます。 

 

（福嶋委員）合川小学校は合計すると，新１年生は何人ほどになるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）夏の時点では来年の１年生が８名入ってくるという予定にな

っておりましたので，合計１３名という予定でございます。ただし，転出入

等により地元の児童数が変わっている可能性もありますが，数としては大

きな変更はないと思っております。 

 

（福嶋委員）１年生，２年生，３年生の数もそのくらいでしたね。 

 

（学校教育課長）通学区域の弾力化を始めた初年度のことを覚えてみえるかと

思いますが，１年生が１４名入学しましたもので，合川小学校の今度の新３

年生だけは２５名という人数でございます。ほかは１０から１５名ほどの

人数でございますので，新３年生以外はこれくらいの人数になっておりま

す。 

 

（福嶋委員）ということは，初年度は結構人気があったものの，２年経過した現

在では，ある一定の人数になってきていると解釈して良いのでしょうか。 

 

（学校教育課長）まず今年度の大きな違いとしましては，そこにも書かせていた

だきましたが，新２年生から新６年生は募集をしておりません。昨年と一昨

年は他の学年も募集をしておりまして，それぞれ３名ずつ入学されました。

新１年生だけ見ていきますと，初年度が先ほども申しましたとおり同じよ

うに１０名程度で募集しておりましたが，初年度が１４名，昨年度が７名，
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今年度が５名と，単純に落ち着いてきているというか，当初は特認校という

ことで英語教育やタブレット教育を私どもでＰＲさせていただきましたが，

他の学校につきましてもいろいろな取り組みをしていただいているという

こともありまして，次第に落ち着いてきたというか，減ってきたということ

でございます。 

 

（福嶋委員）落ち着いてきたとおっしゃいましたが，もともとここは特別な英語

教育で力を入れて魅力があるということで始まったので，落ち着いてきた

というよりは，本来ならばもっとＰＲをして魅力もどんどん付けていって，

１０人くらいの人数はキープしたいとは思うのですが，そのあたりはどう

でしょうか。 

 

（学校教育課長）当初の小規模特認校のスタートについては，複式学級の解消と

いうのが一番大きな目標でございました。地域のほうからも協力しますの

で，学校に活力を与えるために複式学級をなんとか避けていただきたいと

いうお話がございましたので，我々もそういう形で協力をさせていただき

ました。そのためには，小規模であるというだけで人に来ていただくのは難

しいかと思いまして，英語教育を中心とした教育課程特例校という文部科

学大臣の指定を受け，それからタブレット等のＩＣＴ教育にも力を入れる

という形で魅力を付けてきたところでございます。ただし，英語教育も将来

的には小学校で必修化するという方向も打ち出されておりますし，それか

ら，ＩＣＴやタブレットの活用についても先ほどから話題がありますが，各

学校でも徐々に取り組みつつあるということもございますので，そういっ

た形が出てきているのかなと思います。ただ我々としましては，複式学級の

解消ということは数名程度入学していただければ，当分，複式学級にはなら

ないという見込みがございましたもので，２年生以降の募集も今年度から

は控えさせていただいております。ただし，案内は一年目と同様にしており

ますし，広報やテレビ広報等でも連絡しております。 

 

（福嶋委員）２年生から６年生を募集しなかった理由は何ですか。 

 

（学校教育課長）まず，先ほども申しましたとおり，複式学級の解消を一番の目

標にしておりましたので，当初新１年生に１名ないし２名入っていただけ

れば複式学級は解消される見込みであるということが，私たちの推計から

見込まれたことが一つ目の理由です。それから，他の学年からの編入になり

ますと，例えば４，５，６年生のお子さんであれば，昨年度，一昨年度の２，
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３年生のうちに入れることになります。途中からの編入が昨年度までは希

望がありましたが，今年度は数が少なかったこと，それとやはり学年途中で

転入ということは，兄弟関係で，新１年生で下の子が入るから一緒にお兄ち

ゃんお姉ちゃんも入ろうということもあると思います。そういう場合は，今

回募集はしておりませんが，受け入れはするという形は変えていませんの

で，それで十分対応できると考えて，変更させていただいております。表向

きには募集しませんが，兄弟関係で希望すれば，問い合わせがあった時には

お話はさせていただいております。 

 

（福嶋委員）複式学級を避けたいという話でしたが，それに加えて先進的な英語

教育もやっていくということも，スタートした時の大きな目標だったと思

うので，そこを維持していくというか，そういう試みを充実させていくとい

う面も必要なのかなと思いますので，よろしくおねがいします。 

 

（伊藤委員）結局，ここだけ英語に特化してしまうと，次は中学校区で難しいと

いう説明をずっと聞いてきましたが，これでここにも英語教育云々として

いらっしゃるので，思い切って小規模特認校の子どもたちが早くから英語

を勉強することによって，どのように学力がついていくかとか，そういった

形で捉えていただくと良いかと思います。おそらくもっと充実させていた

だきたいというのはそういうことではないでしょうか。それから，６年間親

が子どもを送り迎えするという条件が非常にネックになっています。現在

この複式学級解消の一つとして担っていますので，Ｃ-ＢＵＳを活用すると

か，小規模特認校ができたときから通学方法をどうするかということで，親

が送っていくという非常にマイナス面が目立つ中で，複式学級だけ解消し

たいというのは，本来ならばそれ自体が不可能なことだと思います。それで，

さらにそこへ英語教育を付けて，やはりこれからの次代を担うために英語

を勉強させたいという思いで連れて行ってみえる方が，私の知っている人

でも２人ほどいらっしゃるのですが，やはり６年間は長いと思うので，何年

後かに見通しが立ってきたら，思い切って，Ｃ-ＢＵＳを運行していただい

て，白子辺りまで行けたらなんとか通学できるダイヤ編成を組む努力をし

ていただきたいと思います。複式学級を解消したから細々と行けば良いと

いうのはどうも寂しいと思いますし，英語教育は知事もお呼びしてあれだ

けいろいろなことをされて，当時は盛り上がったものの，児童が入学してか

ら活気が落ちている気がして仕方がありません。実際に学校の近辺を走っ

ているバスもありますし，可能であれば少し路線を変え，通学時だけでも便

数を増やすといったことをしていただけると良いかと思います。子どもの
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英語教育を学校としてやっていくとはどういうことか，これは良いチャン

スだと思うので，活気がないのは寂しいと思います。 

 

（福嶋委員）親御さんは６年間送っていくわけです。熱意を持って入学させたわ

けですから，それに答えるようなことを考えないと失礼なのではないかと

思います。 

 

（教育長）御意見としていただきます。バスも当初よりは，発着時間については

三重交通と交渉して学校の始まる時間の前に着く形でバスの運行を変えて

いただいたのですが，やはり系統運行をしているので，時間を少し前にずら

すのが精一杯で，運行便数を増やすのは限られており難しかったようです

が，運行自体は地域の方に協力もいただけました。 

 

（伊藤委員）結局は段々と少子化ということで山間地域の小学校は単学級にな

って，統廃合は目に見えてきています。予算的に難しいということは十分に

理解しているのですが，どこかで思い切ってスクールバスを鈴鹿市として

計画していただき，もう少し前を向いた計画を立てていただけると良いか

と思いますので，なんとかスクールバスをお願いいたします。 

 

（下古谷委員）ちょっと視点を下のほうに移させていただいて，旭が丘小学校と

白子中学校の，特に白子中学校のほうですが，天栄中学校のほうに５０人も

たくさん行っていただいているということで，これはおそらく立地条件が

良いためかと思うのですが，逆に天栄中学校を立地条件以外で選ばれてい

る方はみえるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）こちらも親御さんとお子さんの判断ですのでいろいろあるか

と思います。例えば，いくら良い学校でも友達が行かなかったら自分も行か

ないとか，その関係とか立地とか，学校の評判もあるかもしれませんし，も

しかすると自分のやりたいクラブ活動が天栄中学校にはあるという可能性

もあります。それについては，なぜかという理由は特に私も聞いておらず，

白子中学校が過大規模校という，東海でもトップクラスの学校の規模でご

ざいますので，プレハブ教室も建てましたがそれでも環境的に良くないと

いうことで，天栄中学校が，人数が９０人台になることもございましたので，

お互いが良くなる形でさせていただいたところ，サーキット道路より南の

地域にお住まいの方々を中心にかなり入学されたもので，安全性もある程

度確保されているという方向で考えさせていただいております。昨年度は
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２１人入学しているのですが，その子たちがうまく天栄中学校で過ごせた

ことも大きな理由になっているかと思います。それから，今は市内どこの学

校もそうですが以前と比べると落ち着いている学校が多くございますもの

で，そうした安心して行ける状況も，理由の一つとして加わっていると考え

ております。 

 

（福嶋委員）通学区域を弾力化していくというのは教育委員会の方針なのだと

思うのですが，そうすると小学校の中で２０人程度受け入れをしようと思

っていた結果が２人だけだったということになりますが，それで弾力化を

進めることができるのかと少し心許ないと思うのですけれど，それに対し

て逆にこうすれば誘導できるのではないか，という方針はないのでしょう

か。 

 

（学校教育課長）今福嶋委員がおっしゃったのは旭が丘小学校のことだと思う

のですが，実は我々も数人希望者がいれば良いほうだと予想しておりまし

た。なぜかといいますと，先ほども話がありましたが，親の送り迎えをお願

いしておりますので，中学生は自転車で通学できるのですが，こちらは親の

送り迎えですので，年に２，３人いれば良いかなということで，昨年は１人，

今年は２人という形です。さらにこのお子さん方は，以前は共通学区でした

が学校区が変更になったので，元の学校にいきたいとか，ご兄弟，姉妹の方

と同じところに行きたいという理由で，すぐそこが向かいの小学校区で通

学団のところにも歩いてすぐいけるようなお子さんが主ですので，実際に

車で送り迎えということでもなく，そういった形で白子小学校，愛宕小学校

が２人出ております。おそらく少ないと予想しながらもこちらを始めたの

は，白子，愛宕，玉垣小学校３校のいずれかに行くと少なくとも白子中学校

には来ないということになるので，早い段階で１人でも多く白子中学校に

進学する子どもを減らしたいということで，実はこの旭が丘小学校で弾力

化を始めておりますもので，そういった点からいくと１人でも２人でもい

れば，その分白子中学校に進学する生徒が６年後には減るということです

ので，今のところはこちらが予想したとおりかなと思います。ただし，いつ

まで継続するかということはまた今後考えていく必要が出てくるかなとは

考えております。 

 

（福嶋委員）今のところは，このくらいの人数の変更でも良いと考えているとい

うことですね。 
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（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，

３番目の「平成２８年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果概要に

ついて」をお願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の３番目，「平成２８年度全国体

力・運動能力，運動習慣等調査結果概要ついて」，報告申し上げます。１７

ページを御覧ください。調査結果につきましては，国から２週間前に届いた

ところでございます。届いてから，課内で結果について分析を行い，このよ

うにまとめての報告となりますことから，まだ十分な考察ができておりま

せんこと，お許しいただきたいと思います。では，資料に沿って説明させて

いただきます。１番の実施状況でございますが，本年度の調査は，４月から

７月に，市内全校の小学校５年生，１,７９９人及び中学校２年生， 

  １,８６８人が，調査種目の表にございます，それぞれの種目におきまして，

計測したものでございます。また，測定方法につきましては，種目の右側に

書かせていただいております。次に，２番の「結果の概要」につきまして，

体力合計点は，小学校・中学校の男女共に，全国平均値・県平均値を上回る

ことはできませんでした。昨年度との比較につきましては，小学校女子，中

学校の男子・女子は上昇しておりますが，小学校男子は，０.５３ポイント

下回っております。全国平均を上回った種目は，３４種目中，７種目でござ

いました。種目別の全国及び県平均値との比較では，小学校・中学校男女合

わせて３４種目中５種目が上回りました。また，６種目が県以上全国未満，

２種目が全国以上県未満となっております。さらに，３４種目中１９種目が

昨年度の数値を上回っております。詳しくは次の１８ページを御覧くださ

い。３番の「調査種目別及び体力合計点の結果」につきましては，まず，「小

学校５年生の状況」でございますが，下の表のような結果になっております。

体力合計点，調査種目の列の一番下ですが，体力合計点における，全国との

比較でございますが，男子が１.２ポイント，女子が１.６５ポイント下回っ

ております。県平均との比較でございますが，男子が０.８ポイント，女子

が０.９８ポイント下回っております。次に，種目別における全国との比較

でございますが，男子・女子ともに，反復横とびの１種目が全国平均を上回

っております。昨年度との比較でございますが，体力合計点は，男子が 

  ０.５３ポイント下回りましたが，女子は０.０２ポイント上回っておりま

す。種目別に見ますと，男子は，上体起こしと反復横とびの２種目，女子は，

上体起こし，反復横とび，そして５０ｍ走の３種目が昨年度よりも上回りま

した。次に１９ページの（２）の「中学校２年生の状況」についてでござい

ますが，体力合計点における，全国との比較ですが，男子が０.７ポイント，
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女子が０.４８ポイント下回っております。県平均との比較ですが，男子が

０.６８ポイント，女子が０.９４ポイント下回っております。種目別におけ

る全国との比較につきましては，男子は，長座体前屈，２０ｍシャトルラン，

そして５０ｍ走の３種目，女子は，長座体前屈と，２０ｍシャトルランの２

種目が全国平均値を上回っております。次に，昨年度との比較でございます

が，体力合計点は，男子が０.８ポイント上回り，女子も０.８８ポイント上

回っております。種目別に見ますと，男子は，上体起こし，長座体前屈，反

復横とび，２０ｍシャトルラン，５０ｍ走，そして立ち幅とびの６種目，女

子は，上体起こし，長座体前屈，反復横とび，持久走，２０ｍシャトルラン，

５０ｍ走，立ち幅とび，そしてハンドボール投げの８種目が昨年度よりも上

回っております。昨年度もお話をさせていただきましたが，なぜか握力だけ

が年々落ち込んでおり，どうしてだろうという話を昨年もいたしました。そ

の対策をいろいろと講じてきたのですが，結果はこのようなことになって

おります。ただし，中学校女子については握力以外の全種目が昨年を上回っ

ているということでございました。次に，４番の「本調査開始時の平成２０

年度と本年度の体力合計点の変化」につきましては，表のように，小学校男

女・中学校男女共に上昇しております。体力調査の数値による結果概要につ

きましては，以上でございます。それぞれの学校の調査結果につきましては，

先週から，国より各学校に送付されております。各校におきましては，現在，

届きました調査結果を細かく分析しているところでございます。本調査の

結果は，学校・市・県・全国の比較，そして過去の状況と比較をすることで，

児童生徒の体力に関する状況を客観的に捉えることができる資料でござい

ます。今後は，これらをもとに，これからの取組について検討し，体育科や

保健体育科における授業改善に生かすことになります。調査結果が届いて

から，まだ時間もたっておりませんので，これから，運動習慣等調査結果の

分析も進め，体力調査結果の分析とリンクさせるなど，丁寧に分析を進め，

今後の授業改善に向けた取組について検討してまいります。以上で報告と

させていただきます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思い

ます。 

 

（伊藤委員）学年の個体差もあるのかとは思うのですが，５年生が案外低くて，

例えば，今中学校２年生の子は１年生の時に鈴鹿市の強化月間等で授業を

丁寧に受けて体力がついたとか，その辺りの差はないのでしょうか。 
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（教育指導課長）そのようにはっきりとした事例があれば非常に分析のしがい

もあって，今後の対策にも生かすことができるのですが，なかなかその辺り

が丁寧に分析を行っても見えてこないところでございます。これは全国の

結果から見ても，そこは難しいところであるようです。今回，中学校が結構

上向きになったというところは，やはり中学校というのは教科として体育

を教えていますので，そこで共通認識を持って組織的に１年間取組を行え

ば，当然ながらこのような結果が出てくるのかなと思います。逆に小学校に

ついては，調査の学年が５年生ということもあって，本当は組織的に行わな

ければならないところが，５年生の先生が頑張ればいいとか，５年生の児童

たちがやるものだというような認識が強いと，なかなか改善に向かってい

きません。今教育指導課のほうから学校に伝えているのは，１年生から６年

生まで同じような取組を行い，調査も同じようにやっていきましょう，そし

て，１年生の子どもたちが２年生，３年生と数値が積み上げられてきて，授

業改善に生かせるものにしていこうと伝えています。そういう取組をして

いる学校については少しずつ成果が出てきております。学力と同じように

その学年だけということよりも学校全体で取り組むという，意識の転換を

早く学校がすべきと考えておりまして，そういう意味でも，その辺りを重点

的にこちらからの指導，働きかけをしているところでございます。その成果

も少しずつ出てきているのかと思っておりますので，来年度はもう少し数

値も積み上げた部分で成果が出てくるのではと期待をしているところでご

ざいます。 

 

（伊藤委員）鈴鹿市だけで何とかできる問題ではないと思いますが，鉄棒でも何

でも危険を伴うので，難しいとは思いますが，せめて小学校の体育の先生が

専任の方でいらっしゃると，専任の先生にそれも踏まえた上の指導を行っ

ていただければ，必然的に底上げができると思います。それから握力が全て

低いというのはきっと普段の生活の中でお手伝いをしていないとか，子ど

もたちの体力が普段の生活に結びついてないことの表れだと思うのです。

握力は物を持てば普通に鍛えられていくと思うので，その辺りは家庭教育

の親の指導も含めて，いろいろな物を子どもに持たせたりするのが，単純で

すが一番良いのではないかと思っておりますので，よろしくお願いします。 

 

（教育指導課長）本当におっしゃるどおりでございまして，普段の生活が直結し

ている部分があるかと思います。雑巾を絞る，何か荷物を運ぶといったこと

から，こういった結果に繋がってくるのかなと思いますので，家庭のほうに

もまた可能な範囲での協力をお願いしたいと思います。 
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（下古谷委員）参考までに教えて欲しいのですが，一応，全国で上位になるのは

どちらになるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）私たちにはそういった数値は届いておりませんので，新聞社が

いろいろと調べたものはあるかと思いますけれども，そのように順位をつ

けることが目的ではありませんので，教育現場の数値というものはござい

ません。 

 

（福嶋委員）小学生は業間の休み時間に遊んだりするのも体力の向上に繋がる

と思うのですが，鈴鹿市のお子さんは，昔はよくドッジボールをしたりして

いましたが最近はどう業間休みを使っていらっしゃるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）ほとんどの学校が業間休みには外に出て，いろいろな取組をし

ておりますけども，以前はドッジボールや鬼ごっこ，鉄棒などをしておりま

したが，最近では組織的に体力向上に取り組む学校もございまして，例えば

ドッジボールでは投げる力を付けるため，投げ方をあらかじめ指定して行

うとか，なるべく遠くへ投げるように促すといったことをしております。そ

のほか砂場に，例えばオリンピック記録の位置に旗を立てたりして子ども

たちのモチベーションを上げ，普段の運動が何に直結しているのか，何に役

立っているのかを子どもたちと一緒に先生が確認しながら活動しています。

今でも冬は業間にマラソンをして持久力をつけるなど，目的を持ちながら

業間に活動をしているということが，以前と少し変わってきたところだと

思います。 

 

（伊藤委員）先生方が配慮をされて子どもたちと一緒に遊んでくださったりし

ているのですね。 

 

（教育指導課長）我々も学校を訪問させていただくと，休み時間に先生も汗をか

きながら走って動いて子どもたちと活動をしている姿がよく見られます。 

 

（伊藤委員）そういうふうに，少しずつ上がってきているという部分もあるので

すね。 

 

（教育長）教育委員会としても事前に体力テストに向けての研修等を教育指導

課のほうでしていただいておりますし，やはり取組にあたって先生たちの
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モチベーションも上げるということも行っていますので，期待していきた

いですね。 

 

（学校教育課長）申し訳ございません。先ほど質問の中で合川小学校の１年生の

数を夏の時点でと申しましたが，最新の資料がありまして，１月２０日現在

の報告で１４名の入学見込みだということで，地元のお子さん９名に加え

特認校制度による入学が５名になりますので，訂正させていただきます。 

 

（福嶋委員）複式になる人数は何名でしたか。 

 

（学校教育課長）基本的には連続する学年で１６人以下の場合，ただし新１年生

を含む場合は８人以下です。そのため１，２年生ですと８人以下，２，３年

生以上の場合は１６人以下になっております。 

 

（教育長）他によろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，そ

の他事項に移ります。 

 

（教育長）｢２月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（書記）次回の教育委員会定例会を平成２９年２月９日，木曜日，午前１０時か

ら，こちらの教育委員会室において開催したいと思いますがいかがでしょ

うか。 

  

（教育長）ただ今の提案に，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので,２月９日木曜日午前１０時から，教育委員

会室において，２月教育委員会定例会を，開催することにいたします。それ

では，これをもちまして平成２９年１月教育委員会定例会を終了いたしま

す。おつかれさまでございました。 

 

 

１月教育委員会定例会終了 午後４時５５分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 
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教育長 玉川 登美男 

 

委 員 伊藤 久仁子 


